
子育てママのおしゃべりタイム
日時10：00～12：00　
対象子育て中の方･妊婦（子ども同伴可）
備考新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、人数を制限します。
申当日直接会場へ（時間中出入り自由）　
区 日程 会場 問い合わせ
中
央

9/ 7㈫
13㈪

松ケ丘公民館
星久喜公民館

松ケ丘公民館
☎261-5990

花
見
川

9/ 8㈬
22㈬ 幕張公民館 幕張公民館

☎273-7522

稲
毛

9/ 6㈪
13㈪
17㈮

都賀公民館
小中台公民館
緑が丘公民館

小中台公民館
☎251-6616

区 日程 会場 問い合わせ
若
葉 9/ 9㈭ 若松公民館 千城台公民館

☎237-1400

緑 9/ 1㈬
13㈪

おゆみ野公民館
誉田公民館

誉田公民館
☎291-1512

美
浜 9/16㈭ 高浜公民館 稲浜公民館

☎247-8555

区 館名 講座名など 日時･対象･定員･申込方法など

稲
毛

稲毛公民館
☎243-7425
FAX243-3962

文学作品「林　芙
美子と放浪記」

9/15㈬10：00～12：00
対象成人　定員15人
申9/2㈭～5㈰17：00に電話で

草野公民館
☎287-3791
FAX287-3672

世界遺産の魅力を
探る～日本とアジ
ア～

9/23㈷・30㈭13：00～15：00　全2回
対象成人　定員20人
申9/2㈭～6㈪に電話で

小中台公民館
☎251-6616
FAX256-6179

歴史講座「千葉氏
の発展と分裂」

9/18㈯14：00～16：00
対象成人　定員25人
申9/3㈮～5㈰に電話で

山王公民館
☎421-1121
FAX423-0359

防犯講座
「悪質商法の手口
と対処法」

9/14㈫10：00～11：30
対象成人　定員15人
申9/2㈭～5㈰に電話で

千草台公民館
☎255-3032
FAX255-3682

押し花でミニクリ
スマスツリーを作
ろう

10/6㈬9：30～11：30
対象成人　定員8人　料金2,000円
申9/2㈭～8㈬に電話で

都賀公民館
☎251-7670
FAX284-0627

成年後見制度～法
定後見制度と任意
後見制度～

10/7㈭13：30～15：00
対象成人　定員20人
申9/2㈭～10㈮に電話で

轟公民館
☎251-7998
FAX285-6301

初心者のためのエ
クセル入門

10/9㈯・16㈯10：00～15：30　全2回
対象成人　定員10人　料金1,320円
申9/10㈮必着。往に必を明記して、〒263-
0021稲毛区轟町1-12-3轟公民館へ

緑が丘公民館
☎259-2870
FAX286-6442

歴史講座～房総の
発酵食品と江戸の
食文化～

9/30㈭10：00～11：30
対象成人　定員14人
申9/2㈭～7㈫に電話で

若
葉

加曽利公民館
☎232-5182
FAX232-6408

法律講座
「相続入門」

9/18㈯10：00～12：00
対象成人　定員12人
申9/2㈭～5㈰に電話で

桜木公民館
☎234-1171
FAX234-1172

キャッシュレス決
済について知ろう

9/30㈭10：00～12：00
対象成人　定員20人
申9/2㈭～6㈪に電話で

更科公民館
☎239-0507
FAX239-0569

そば打ち教室
9/18㈯9：30～12：30
対象成人　定員10人　料金1,500円
申9/2㈭～12㈰に電話で

白井公民館
☎228-0503
FAX228-6168

歴史講座「千葉県
における電気事業
の変遷と発展」

9/28㈫10：00～12：00
対象成人　定員25人
申9/2㈭～20㈷に電話で

千城台公民館
☎237-1400
FAX237-1401

そば打ち体験教室
「年越しそばにチ
ャレンジ‼」

10/30㈯9：30～12：30
対象成人　定員8人　料金1,500円
申9/2㈭～9㈭に電話で

みつわ台公民館
☎254-8458
FAX254-3135

誰でも楽しめる世
界遺産－日本とヨ
ーロッパ－

9/22㈬・29㈬10：00～12：00　全2回
対象成人　定員15人
申9/7㈫必着。往に必を明記して、〒264-0032
若葉区みつわ台3-12-17みつわ台公民館へ

緑

越智公民館
☎294-6971
FAX294-1931

詩吟入門教室
「万葉集を詠う」

9/26㈰10：00～12：00
対象成人　定員8人
申9/2㈭～6㈪に電話で

おゆみ野公民館
☎293-1520
FAX293-1521

「歴史講座」
～中世都市千葉に
せまる～

9/18㈯10：00～12：00
対象成人　定員12人
申9/2㈭～6㈪に電話で

土気公民館
☎294-0049
FAX294-4233

文学講座
「森鴎外と千葉県」

9/21㈫10：00～12：00
対象成人　定員30人
申9/7㈫必着。往に必を明記して、〒267-0061
緑区土気町1631-7土気公民館へ

誉田公民館
☎291-1512
FAX292-7487

「歴史講座」
～千葉氏入門
Q&A講座～

9/19㈰・26㈰13：30～15：30　全2回
対象成人　定員20人
申9/2㈭～6㈪に電話で

美
浜

磯辺公民館
☎278-0033
FAX278-9959

2～5歳児親子体操
教室

9/18㈯・25㈯10：00～12：00　全2回
対象2～5歳児と保護者　定員10組20人
申9/2㈭～5㈰に電話で

稲浜公民館
☎247-8555
FAX238-4176

シニアライフアッ
プ講座「シニア向
けスマートフォン
教室」

9/30㈭10：00～12：00
対象スマートフォン（アンドロイド）を持っ
ていない60歳以上の方
定員16人
申9/6㈪必着。往に必を明記して、〒261-0005
美浜区稲毛海岸3-4-1稲浜公民館へ

打瀬公民館
☎296-5100
FAX296-5566

郷土史講座「千葉
氏の成立とその時
代」

9/15㈬10：00～12：00
対象成人　定員16人
申9/2㈭～8㈬に電話で

幸町公民館
☎247-0666
FAX238-4153

文学講座
「椎名誠と幕張」

9/26㈰10：00～12：00
対象成人　定員20人
申9/6㈪必着。往に必を明記して、〒261-0001
美浜区幸町2-12-14幸町公民館へ

高浜公民館
☎248-7500
FAX248-6851

歴史講座
「加曽利貝塚入門
～貝塚の出立を学
ぶ～」

9/29㈬13：00～15：00
対象成人　定員25人
申9/10㈮必着。往に必を明記して、〒261-
0003美浜区高浜1-8-3高浜公民館へ

幕張西公民館
☎272-2733
FAX271-8944

パソコン教室
ワード＆エクセル
でハガキ作成

10/6㈬～8㈮9：00～12：00　全3回
対象ワードとエクセルを使ったことがある方
定員10人　料金1,200円　持物USBメモリ
申9/10㈮必着。往に必を明記して、〒261-
0026美浜区幕張西2-6-2幕張西公民館へ

花の美術館
催し
備考当日直接会場へ

催し･展示名など 日時
絵画　楽　グループ展 8/31㈫～9/12㈰
皆楽皆喜会作品展 9/14㈫～26㈰

教室名 日時･定員･料金など

季節を彩る植物画講座
10/2㈯13：30～15：30
定員18人　料金3,500円
備考水彩色鉛筆など一式貸し出しあり

ステンドグラスで作るクリスマスツリー 10/5㈫、11/2㈫13：30～15：30　全2回
定員15人　料金4,000円

秋花のアレンジメント 10/23㈯13：30～15：30　
定員18人　料金4,500円

☎277-8776 FAX277-8674　月曜日（祝日の場合翌日）休館
入館料＝高校生以上300円、小･中学生150円

フラワーカレッジ参加者募集
申9/10㈮消印有効。往（1通1人1講座）に必を明記して、〒261-0003美浜区高浜
7-2-4花の美術館へ。Eメールhanabi-event@worldparkjp.comも可

ふるさと農園 ☎257-9981 FAX258-1024
月曜日（祝日の場合翌日）休園

申9/7㈫必着。往（1講座1人1通）に必を明記して、〒262-0011花見川区三角町656-3
へ。 Eメール furu-noen@tsukahara-li.co.jpも可

講座名 日時･料金など
園芸教室「庭木の剪定」 9/18㈯9：30～12：00　定員24人　料金200円
手作り教室「秋の寄せ植え」 9/30㈭9：30～12：00　定員20人　料金3,200円
料理教室「家庭で楽しめるパン作り」10/1㈮9：30～14：00　定員24人　料金1,500円

いきいきプラザ･センター
対象市内在住で①②④⑤⑦⑧⑩～⑭60歳以上の方、⑥⑨20歳以上の方
申9/1㈬9：30から、①②④～⑭催しの前日までに電話･FAXで、各プラザ･センター
へ。③当日直接会場へ

講座名 日時･内容･定員など
花見川いきいきプラザ ☎216-0080 FAX216-0083
①糖尿病ゼロプロジェクト「血糖値が気に
なる方のための健康セミナー」

9/29㈬10：00～11：30　
定員先着15人　持物タオル、飲み物

②みんなでキックとパンチ 9/29㈬12：30～13：45、14：00～15：15
定員各回先着15人　持物タオル、飲み物

③千葉北高校吹奏楽部「秋のコンサート」 10/2㈯14：00～14：30
備考雨天中止

花見川いきいきセンター ☎286-8030 FAX286-8031

④らくらくスマホを触ってみよう 9/16㈭13：00～14：00
定員先着15人　持物室内履き

⑤タブレットで動画を見てみよう 9/16㈭14：30～15：30
定員先着15人　持物室内履き

⑥世代間交流「省エネ･節電‼上手な電気の
使い方」

9/29㈬13：30～15：30
定員先着18人　持物室内履き

さつきが丘いきいきセンター ☎250-4651 FAX250-4652
⑦体操講演会「自分の体をよく知ろう‼～
自分の体を理解し、正しい運動を行いまし
ょう～」

9/10㈮･24㈮9：30～11：30　全2回
定員先着10人
持物動きやすい服装、室内履き

稲毛いきいきプラザ ☎242-8005 FAX242-8175

⑧レクで脳トレ 9/7㈫13：30～15：00
定員先着20人

⑨世代間交流「認知症サポーター養成講座」
9/16㈭13：30～15：00　内容認知症に関
する正しい知識と理解を身に付けます。
定員先着20人

⑩ウオーキング大会～稲毛の名所巡り～ 9/29㈬10：00～12：00
定員先着25人

⑪医師講演会「在宅医療について～家で暮
らし続けるために～」

9/30㈭10：30～12：00　
定員先着20人

越智いきいきセンター ☎205-1290 FAX205-1291
⑫最新悪質商法の手口と対処法 9/15㈬13：30～15：30　定員先着10人

⑬大笑い‼秋の落語会 9/25㈯13：30～15：00
場所越智公民館　定員先着25人

美浜いきいきプラザ ☎270-1800 FAX270-1811
⑭我が家の防災対策～地震･風水害（台風）
･雷･火災～

9/10㈮13：30～15：00
定員先着20人　持物筆記用具
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特に記載のない場合は、⃝申し込みは 1 日から受け付け　⃝応募多数の場合は抽選　⃝対象は市内在住・在勤・在学の方　⃝料金は無料
申込時に記載する必要事項は16面参照。
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